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例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

RID2700地区岡野正敏ガバナーメッセージ
― 寛容と思いやり そして和の心 ―
八幡西RC岩崎員久会長メッセージ
「元気になろう！！八幡西ロータリークラブ」

次回例会のお知らせ １月１８日 (金) 「年男新春放談」 安東秀夫・富田稔・波多野正信の諸君

八幡西ロータリークラブ

《会報委員会》
福田 学 高嶋 雅樹 坂本 敏弘
中村 克己 江﨑 嘉春 溝上 智彦
貞方 友明

１．君が代斉唱
２．ロータリーソング “奉仕の理想"
３．来客紹介
４．出席状況の報告
５．会長の時間
６．各委員会報告
７．ニコニコボックスの報告
８．幹事報告
９．是此田 穣会員叙勲の御祝い （於）千草ホテル

出席報告 例会食事カロリー 960Kcal

会員数 53名
・当日の出席者数 41名
・ゲ ス ト 数 1名
会員出席率 82.00％
・10月12日の修正出席率 92.00％
・ゲスト：(元) 米山奨学生 李 秉雨様

会長の時間 会 長 岩崎 員久

先週忘年家族会楽しんで頂けましたでしょうか。
平成もあと４ヶ月ちょっとです、本日は今年最後の
例会となっています。皆様、平成という時代はいか
がでしたか、私なりに振り返ってみると前半は良
かったのですが後半はあらゆる意味で苦労しました。
来年5月に年号が変わっても皆様健康に気を付けて
よい年を迎えましょう。
次の例会は平成31年1月11日夜間例会「是此田
先生受勲のお祝い」となっています。
来年も元気にお会いしましよう。

BE THE
INSPIRATION
インスピレーションに
なろう

本日の例会 ２０１９年１月１１日(金)

前例会の記録 １２月２１日(金)

幹事報告 幹 事 有松 稔晃

１）2018～2019年度国際ロータリー第２７００地区 地区大会
開催のご案内 （ホストクラブ：門司西ＲＣ

コ・ホストクラブ：門司ＲＣ・小倉西ＲＣ）
開 催：親睦ゴルフ大会：平成31年４月１９日（金）

門司ゴルフ倶楽部
大会（第１日目）：４月２０日（土）リーガロイヤルホテル小倉
ＲＩ会長代理懇親会：４月２０日（土） 同 上
大会（第２日目）：北九州ソレイユホール
入会５年未満の会員はご出席お願い致します。
（川越和宣、藤本生男、吉田浩二、河島昭彦、梛野晴司、
貞方友明、金久保和、江﨑嘉春、紙上義全、永吉大祐、
溝上智彦、櫻井久紀）の諸君

（登録申込締切は２月１２日迄）

委員会報告
職業奉仕委員会 委 員 村山大成君
来年第１回目の職場訪問開催のご案内です。

平成31年１月25日（金）北九州環境ミュージアムにて12時30分

～13時30分に開催いたします。

駐車場は「いのちの旅博物館」をご利用ください。

インターアクト委員会 委員長 舟木和博君
来年度、インターアクト委員会の例会が平成31年1月11日

午後5時より自由ケ丘高等学校にて開催されます奮ってご参

加ください。

同好会報告
ゴルフ同好会 同好会幹事 松尾和典君
12月24日（月・祝日）第2回ゴルフコンペ
西日本カントリークラブ 午前8時スループレー
平成31年1月20日（日）第3回ゴルフコンペ
若松ゴルフ倶楽部 午前8時56分 ＩＮスタートです。
ご参加ください。

お帰りないさい。
(元)米山奨学生 李秉雨さん



誕生日おめでとうございます

太田 吉彦 君
昭和４０年１２月８日生

ありがとうございます。53才
になりました。
先週忘年家族会の時にタイ
のバンコク スリウオンRC 
にてバナー交換をしてきま

した。仕事にもロータリー活動にも励んでいきます。

神尾 康生 君
昭和４２年１２月１７日生

ありがとうございます。我が家では、
「おはよう」の代わりに「おめでとう」と
言われたくらいですが、最近平成の21才
から51才までの30年間を振り返りノートに
書いてみました内容はほとんど旅行の

ことでした。最近家族で旅行に行き父も元気になりつつあります。
私の横浜の出世部屋をお貸ししましょうか。ゴルフ頑張ります。

永吉 大祐 君
昭和５３年９月２８日生

４０才の大きな節目となる誕生日です。
来年以降しっかりロータリー活動を行って

いきます。皆様宜しくお願い致します。
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【ニコニコボックス】

・本日はクラブアッセンブリーです。
各委員長会委員長、報告をよろしくお願いします。
本年中 皆様お世話になりました。
良い年をお迎えください。
伊豆、赤田、三島、柿本、中村、江戸、大坪、波多野、
浜崎、岩崎、山口、村山、河島、安東、井上、有松、
藤村、稲冨、江﨑、谷、小嶋、是此田の諸君

・伊豆先生、写真をありがとうございます。
松尾、正木の諸君

・李君お久しぶりです。元気そうで良かった。 髙嶋君

・誕生自祝 バンコクは暑かった・・ 太田吉彦君
そして、お財布が寒くなった？ 神尾康生君

・誕生自祝 永吉君

クラブアッセンブリー
(各委員会上半期実績報告及び下半期への展望)

★会員増強・職業分類・会員選考・ロータリー情報委員会
委員長 稲富 靖彦

明日、地区セミナーにてロータリー情報で委員会向け5
年未満の新会員特に、ロータリークラブの精神や歴史を
理解していただける勉強会を計画しています。
会員増強については、会員全員が増強委員であること
を自覚していただきたい。

★プログラム委員会 委員長 太田 吉彦
上期は、前委員長のプログラムを基に活動してきました。
下期については外部卓話も含め発信していきます

★職業奉仕常任委員会 委 員 村山 大成
活動計画に掲げた三つの年間目標については必ず下
期には実行いたします。

★社会奉仕常任委員会 委員長 紙上 義全
ロータリー活動を通し更に社会奉仕を行っていきたいと
考えていますので皆様のご協力程よろしくお願い申し上
げます。

★国際奉仕常任委員会
米山記念奨学・ロータリー財団委員会

委員長 大林 清幸
国際奉仕は募金を行っています。
会長の時間に募金の依頼をお願いしています。
八幡西ＲＣのメンバーに更なる寄付をお願いいたします。
下半期も継続し努力します。

★青少年奉仕常任委員会
インターアクト・青少年教育委員会

委員長 舟木 和博
インターアクト生がロータリーについて理解を深めてい
けるようにさらにインターアクト例会への出席を皆様の協
力をさらに呼びかけていきたいです。

★会場監督 委員長 赤田 隆一
基本方針は皆様の協力を得られ非常に良い雰囲気に
なっています。
前期は、もう少し頻繁に席替えを行いたかったです。
後期は会場の雰囲気をみながら皆様の親睦が図れる
ように定期的な席替えを行いたいです。

★クラブ奉仕常任委員会 委員長 波多野 正信
活動実績と下半期に向かっての展望をお願いします。
前回ＩＤＭにて3ヶ月を振り返っていただきました。委員長一人
の判断ではなく委員の意見も聞くことが出来たことが印象的でし
た。来年2月にＩＤＭが行われる予定です。

★出席委員会 委員長 梛野 晴司
例会出席率の向上をめざし連絡及びメイクアップを呼びかけて
きました。

3月29日100％出席を目指します。よろしくお願い致します。

★会報・雑誌・広報委員会 委員長 福田 学
週報に関してはチーム一丸となって頑張っています。また皆様
の発表してくださった書面原稿を多く頂け助かっています。
下期の展望はロータリーの友にクラブメンバーの原稿を掲載し
たいです。

★親睦・健康管理委員会 委員長 松尾 和典
親睦に関しては、やっと忘年家族会までたどり着きました。
今後の計画は桜を列車に乗って観に行こうという計画もござい
ます。
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